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■ジュニアコース
コース 対　　象 曜日 時間 回数 月会費 レッスン内容

ジュニア　Ａクラス 2歳半～4歳 Ａ 水・土 14:30～15:30 ・クラス(曜日・時間)・回数を選択

ジュニア　Ｂクラス 4歳～小学生 Ｂ 月～土 15:30～16:30 週１回： 7,333円 　※時間帯によって対象年齢が分かれます。

ジュニア　Ｃクラス 幼稚園年中～小学生 Ｃ 月～土 16:35～17:35 週２回： 9,090円 　　欠席日の振替制度あり！

ジュニア　Ｄクラス 幼稚園年長～中学生 Ｄ 月～土 17:45～18:45 週３回： 9,681円 ・スクール進級基準による級別レッスン

ジュニア　Ｓクラス 3歳～中学生 Ｓ 土 10:10～11:10 週４回：
10,267

円 ・水なれ・泳法習得から泳法体得まで

ジュニア　Ｅクラス 3歳～中学生 Ｅ 土 11:20～12:20 週５回：
10,855

円
ジュニア　Ｇクラス 3歳～中学生 Ｇ 土 12:30～13:30

※土曜日のみ全クラス3歳～中学生対象

コース 対　　象 曜日 時間 回数 月会費 レッスン内容

選手育成 選手育成 Ｉ 月～土 18:45～20:00 競泳選手を目指す人を育成するコース

選手 選手 Ｋ 月～土 18:45～20:30 週６回
13,241

円
全国大会を目指すコース

■親子ベビーコース
コース 対　　象 曜日 時間 回数 月会費 レッスン内容

パパ・ママと一緒に赤ちゃんからのプールレッスン

（体操15分＋プール45分）

パパ・ママがコーチになって

コーチと一緒に顔つけや

バタ足の水なれプールレッスン。

土 9:00～9:45
自分でお着替えするところから読み聞かせ・トイレトレーニング
＋水なれプールレッスン

ハッピーセット 2歳半～未就学児 9,681円 親子ベビーとさらにジュニアクラスをお試し体験

■大人コース
コース 対　　象 曜日 時間 回数 月会費 レッスン内容

ＡＤ４ 月４日 7,669円

ＡＤ８ 月８日 9,090円

アクアビクス ＡＱ 月・木 13:00～13:45 フリー出席制 5,668円 水の中で音楽に合わせ、楽しく運動するコース

アクアコンディショニング ＡＱＣ 火・水・金 13:00～14:00 フリー出席制 5,668円
水中で無理なく体操や歩行し運動するコース
泳げなくても大丈夫！運動不足の解消に最適！！。

アクアビクス＋アクアコンディショニング ＡＱＡＣ フリー出席制 7,435円 アクアビクス＋アクアコンディショニングコースのセット

月・火

木・金

水 12:00～14:00

フィットネススイミング ＳＵ 全営業日 9,798円
成人向けプログラム及びフリーコースが、すべてご利用いただけ
ます。

■入会手続きのご案内（入会手続きに必要なもの）
●事務手数料（3,544円）・年会費（3,544円）、月会費１ヶ月分(翌月分から引落)、バス利用者⇒バス協力金（週1回クラス509円、週2回クラス以上1,019円）

●池田泉州銀行・紀陽銀行・ゆうちょ銀行のいずれかの通帳＋お届け印 ●スイミングファイル代（1,528円）＋指定用品代　※ジュニアレッスンのみ

上記クラス＋ジュニアクラス

尾崎スイミングスクール泉佐野校　　コース・会費案内

・スクール目標は『泳力認定初段以上』　　

ジュニアコースに準ずる

7,333円フリー出席制親子ベビー 6ヶ月～未就学児 Ｑ

11:00～12：00

14:30～15:15水

月・火・木　金

フリー ＦＲ
使用可能時間内で自由に泳いだり歩いたりするコース

※コーチによる指導はつきません。

スイムレッスン

高校生以上の
健康な方が
対象です。

・初級(まったく泳げない方～4泳法25ｍ完泳)・中級（50ｍ4泳
法完泳レベル）・上級（１００ｍ個メ完泳レベル）泳力別に分か
れて、泳法指導レッスンコース 。また、その日の他の成人レッス
ンが利用可能です。

レッスンプログラムを参照

12:00～15:00

上記２各レッスン時

12:00～13:00

5,093円フリー出席制

月～金

上記曜日＋ジュニアクラス



金 曜 日

ベビースイミング（Q)
11：00～12：00

ベビースイミング（Q)
11：00～12：00

ベビースイミング（Q)
11：00～12：00

ベビースイミング（Q)
11：00～12：00

幼稚園

⑦ ⑦

こども園・保育園

④ ⑤ ⑥⑤ ⑥ ⑦③ ④

スイムコース （AD)
12：00～13：00

幼稚園

育成コース①
18:45～20:00
育成コース②
1845～20:15

　選手コース（Ｋ）
18:45～20:30

ジュニアコース（Ｄ）
17:45～18:45

ジュニアコース（Ｃ）
16:35～17:35

ジュニアコース（Ｂ）
15:30～16:30

19:00

20:00

(ＴＥＬ)０７２－４６４－５０６６　　(ＦＡＸ)０７２－４６４－５０８６

20:30

育成コース①
18:45～20:00
育成コース②
1845～20:15

　選手コース（Ｋ）
18:45～20:30

育成コース①
18:45～20:00
育成コース②
1845～20:15

　選手コース（Ｋ）
18:45～20:30

ジュニアコース（Ｃ）
16:35～17:35

18:00

ジュニアコース（Ｃ）
16:35～17:35

ジュニアコース（Ｄ）
17:45～18:45

ジュニアコース（Ｄ）
17:45～18:45

育成コース①
18:45～20:00
育成コース②
1845～20:15

　選手コース（Ｋ）
18:45～20:30

ジュニアコース（Ｄ）
17:45～18:45

ジュニアコース（Ｃ）
16:35～17:35

育成コース①
18:45～20:00
育成コース②
1845～20:15

　選手コース（Ｋ）
18:45～20:30

ジュニアコース（Ｄ）
17:45～18:45

ジュニアコース（Ｃ）
16:35～17:35

9:00 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ②⑦

14:00

13:00
アクア

コンディショニン
グ（AQC)
13：00～
14：00

ジュニアコース
（Ａ）

14：30～15：30

ジュニアコース（Ｃ）
16:35～17:35

ジュニアコース（Ｄ）
17:45～18:45

17:00

15:00

アクア
コンディショニン

グ（AQC)
13：00～
14：00

ジュニアコース（Ｂ）
15:30～16:30

ジュニアコース（Ｂ）
15:30～16:30

16:00

スイムコース （AD)
12：00～13：00

ジュニアコース（Ｂ）
15:30～16:30

こども園

保育園

ジュニアコース（Ｂ）
15:30～16:30

12:00

11:00

⑥

ジュニアコース（E）
11：20～12：20

10:00

③ ④ ⑤ ⑦① ②① ② ③ ④ ⑤ ⑥⑥① ② ③ ⑦

こども園・保育園

尾崎スイミングスクール泉佐野校　　レッスンスケジュール
土 曜 日

⑤① ②

フリーコース（F)
12：00～14：00

ベビースイミング（Q)
9：00～10：00

ジュニアコース（S）
10：10～11：10

ジュニアコース（G）
12：30～13：30

ジュニアコース（Ａ）
14：30～15：30

月 曜 日 火 曜 日 水 曜 日 木 曜 日

③ ④

ジュニアコース（Ｂ）
15:30～16:30

こども園・保育園こども園・保育園

育成コース①
18:45～20:00
育成コース②
1845～20:15

　選手コース（Ｋ）
18:45～20:30

フリーコース（F)
12：00～15：00

スイムコース （AD)
12：00～13：00

アクアビクス（AQ)
13：00～13：45

フリーコース（F)
12：00～15：00

こども園
保育園

フリーコース（F)
12：00～15：00

スイムコース （AD)
12：00～13：00

フリーコース（F)
12：00～15：00

アクア
コンディショニン

グ（AQC)
13：00～
14：00

こども園
保育園

アクアビクス（AQ)
13：00～13：45

スイムコース （AD)
12：00～13：00

親子キッズ（O)
14：30～
15：15

２０１９年３月～
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